
海外展開支援のご案内



会社概要

事業内容およびグループ紹介

・電気事業



日本の企業が海外市場にビジネス展開される際に
海外での調査や支援をするサービスです

調査活動 支援活動
①現場調査

②企業リストアップ

③小売価格調査

④市場調査

⑤現地法令・規則入手

グローバルプチ商社サービス【 】とは

①海外拠点プロモ・拠点利用

②サンプル収集・現品入手

③翻訳・通訳サービス

④アポイントメント取得代行・

現地同行サービス

⑤取引先紹介・販路拡大支援

原則依頼国の公用語を母国語とする社員が対応致します。

これまで海外各国で現地法人として積み上げたノウハウと交渉力、ネットワークを海外での

調査・支援活動に活かします。 ※2018年2月現在



296

70ヶ国
160都市
275拠点

グローバルプチ商社サービス【 】ネットワーク①

海外70カ国160都市275拠点をフル活用！

依頼国の母国語を話す現地社員が対応いたします。

※2018年2月28日時点



グローバルプチ商社サービス【 】ネットワーク②

＜タイ＞

・拠点数：28拠点

・従業員：318名
最多の拠点数・スタッフ
数を誇る国。約9割が
ローカルスタッフ。

海外70カ国275拠点の内、19カ国111拠点がアジアに！
近年、特に成長が目覚しいASEAN諸国ではネットワーク＆社員数をより強化中。

＜インドネシア＞

・拠点数：26拠点

・従業員：305名

＜ベトナム＞

・拠点数：7拠点
・従業員：173名

＜フィリピン＞
・拠点数：5拠点

＜マレーシア＞
拠点数：5拠点

＜カンボジア＞
拠点数：3拠点

依頼案件の多いタイ 、 シ ン ガポール 、 マ レーシアな どでは 、 チームを 編成し 、多種多様のご要望に応えています 。

※2018年2月28日時点



2015年11月～2018年2月集計

依頼件数 595件

調査・支援案件数 673件※

依頼対象国数 72カ国※

内容 合計 シェア

企業リストアップ 183 27.2%

現地調査 93 13.8%

小売価格調査・市場調査 53 7.9%

現地法令・規則の入手 11 1.6%

海外拠点プロモ・拠点利用 78 11.6%

翻訳・通訳サービス 58 8.6%

撮影代行 41 6.1%

取引先紹介・販路拡大支援 39 5.8%

アポイントメント取得代行 37 5.5%

現地同行・車手配・会場手配 32 4.8%

現地手続きサポート 22 3.3%

サンプル収集・現品入手 17 2.5%

輸出入支援 7 1.0%

協業依頼 2 0.3%

合計 673 100.0%

業種 シェア

サービス業 32.3%

製造業 25.2%

情報通信業 12.6%

卸・小売業 11.1%

自治体 7.7%

貿易業 4.9%

建築業、教育 2.2%

不動産業 1.7%

広告業 1.5%

金融業 0.7%

電気・ガス業 0.2%

合計 100.0%

依頼企業の業種内訳

依頼内容内訳

最初、調査業務でご利用いただき、続いて支援業務に移るなど、
調査報告をご活用いただき、次のステップへ進んでいただくケースが多いです。

調査業務
51％

支援業務
49％

※1回の依頼で複数の調査を希望されるケース含。
※弊社拠点のない国は近隣拠点から対応。

GPS案件

※2018年2月28日時点

多岐にわたる分野
の企業様に、ご利
用いただいてます。

約24％の企業様・
自治体が、リピー
ターとして、継続し
てGPSを活用いた
だいてます。

グローバルプチ商社サービス【 】案件内訳データ①

この支援業務は、
他社にはなかなか
ないサービスで、
魅力の1つとして自
信を持っています。



グローバルプチ商社サービス【 】案件内訳データ②

☆印は外務省発表による日系企業の進出先トップ30に入っている国(赤字はトップ10）

依頼対象国TOP30
順位 依頼対象国 シェア 順位 依頼対象国 シェア 順位 依頼対象国 シェア

1 アメリカ（本土）☆ 8.6% 11 イギリス☆ 3.4% 21 ミャンマー☆ 1.3%

2 タイ☆ 8.2% 12 日本 3.2% 22 カンボジア 1.0%

3 オーストラリア☆ 6.4% 13 香港 2.7% 22 サウジアラビア 1.0%

4 ベトナム☆ 5.5% 14 韓国☆ 2.5% 22 ケニア 1.0%

5 フランス☆ 4.9% 15 インドネシア☆ 2.4% 22 アメリカ（本土以外） 1.0%

6 シンガポール 4.4% 16 フィリピン☆ 2.2% 26 スペイン☆ 0.8%

7 中国☆ 4.2% 17 イタリア☆ 2.0% 26 オランダ☆ 0.8%

8 マレーシア☆ 4.0% 18 アラブ首長国連邦☆ 1.8% 26 ロシア☆ 0.8%

8 ドイツ☆ 4.0% 19 インド☆ 1.7% 29 スイス 0.7%

10 台湾☆ 3.9% 19 カナダ☆ 1.5% 29 ニュージーランド 0.7%

※2018年2月28日時点



国・エリア お問合せ内容の一例（ヨーロッパエリア）

フランス ①パリのヨガスタジオ・教室のリストアップ ②体験教室の予約

フランス ①日本未上陸の嗜好品の販売店リスト ②日本でのイベント出店に向けたヒアリング ③サンプル手配

イギリス 家電製品を日本へ輸出している貿易会社リストアップ

イギリス 大英美術館への連絡の際のメール翻訳業務

ドイツ 潤滑油のインターネット販売会社の価格調査

ドイツ 介護施設への訪問アポイントの設定（航空券＆ホテル＆現地オプションツアーの手配含め）

フィンランド 「ネウボラ」施設への訪問アポイントの設定+通訳手配

スペイン 指定アプリのサービス内容調査

オランダ 指定製品を取り扱う卸売り業者リストアップ

デンマーク 自転車レーンの撮影およびルール調査

スウェーデン 指定分野の日用品リストアップとサンプル購入

イタリア 食品工場でのサンプル受け取り＆日本への発送

欧州5カ国 売れ筋の特定スポーツバックの価格調査

欧州4カ国 現地での生活習慣の実態調査（指定場所の撮影代行を含む報告）

欧州数カ国 自社製品の取り扱い説明書の言語最終チェック（自然な翻訳か等）

グローバルプチ商社サービス【 】問合せ事例紹介①



国・エリア お問合せ内容の一例（北米、中国エリア）

台湾 アポイント取得代行および視察、面接の同行サービス

台湾 探偵業法の有無と、探偵業・興信所・民間調査機関の数調査

台湾 自動車装備品の作動状況に関しての実地調査

台湾 特定地域にスポットを当てて取り上げる可能性のある現地メディアの調査

香港 特定サービスのニーズ調査（アンケート回収）

香港 香港支店を利用した、日本から送付した荷物の受け取り・保管・引渡し

中国 農業用資材用途の特定製品を製造している工場のリストアップ

中国 出向者への各支援（宿泊先、日々の車送迎、業務における通訳等）

中国 在日日本人向けの、食に関してのアンケート集計

中国 中国で製造された電池内臓の電子機器サンプルの日本への送付

アメリカ 指定業者の製品の購入に関しての事前調査

アメリカ 海外研修視察に伴う、現地視察先の提案

アメリカ 指定食材を扱うスーパー、日本食レストラン＆その食材仕入先へのアポ取得

アメリカ 指定した野菜類の種子販売業者のリストアップ

アメリカ 指定製品の製造工場での製造工程の撮影代行

グローバルプチ商社サービス【 】問合せ事例紹介②



国・エリア お問合せ内容の一例（東南アジア、中東・アフリカエリア）

タイ 展示会用のサンプル品の現地支店受取り・保管・店頭渡し

タイ 指定店舗でのお菓子の売れ行き状況の調査（店頭にてモニタリング）

インドネシア コーヒー豆農園・輸出業者のリストアップ

ベトナム エビ養殖業者のリストアップ

ミャンマー 産業用機械の輸入業者、販売代理店、卸売り業者のリストアップ＆製品カタログのメール送信代行

マレーシア 現地企業訪問同行と、商談時の通訳派遣

シンガポール スポーツ関連施設の店舗数や規模の調査

インド 転職サイトのリストアップ

ラオス ラオス国立美術学校の大学詳細調査

フィリピン マクタン輸出加工区のアポイント取得代行＆指定製品部品の現地調達先となる企業のリストアップ

サウジアラビア 特定商材の製造会社のリストアップ

ドバイ 特定美容商品に関する売価調査

エチオピア ソラマメの輸出サプライヤーと輸出時の品質検品業社のリストアップ ※ケニア・ナイロビ支店対応

ケニア 中古車販売会社訪問のための、通訳＆専用車手配

複数国 対象サイトの表示速度チェック（海外拠点のネット環境を活用して表示されるまでの時間を測定）

グローバルプチ商社サービス【 】問合せ事例紹介③



【 H . I . S .×大阪府】
2 0 1 6年 1 2月 6日 連携協定締結
（ 府内企業へのサービスの連携 ）

大阪府の上海事務所およびビジネス
サポー トデスク 9拠点でカバーできない
地域での案件を G . P . S .がサポー ト 。

【 H . I . S .×大阪信用金庫】
2 0 1 7年 4月 1 8日 業務提携締結
（ 取引先様のサービスツールの拡大 ）

世界市場の開拓に積極展開を図る大阪
信用金庫様の取引先に向けて 、海外展開
支援サービスを提供 。
民間ならではのフ ッ ト ワークの軽さ と 、
柔軟な個別案件対応を武器に 、関西エリ
アの企業を盛り上げる 。

問合せ案件の特徴や企業動向、
エリアでの特性など、統計情報として
まとめて定期的に情報交換を行い、
より多くの関西企業の発展につながる
よう、連携を強化中。

グローバルプチ商社サービス【 】 関西での活動実績



G.P.S.のご利用料金は【１単位＝10,000円】の単位制です。基本プランと追加プラン
(基本プランにない項目)の合計単位数で、料金が計算されます。

１単位
10,000円(税別) ＝ 基本単位

１単位 １単位～

基本プラン 追加プラン

＋ ＝ 利用料金

１単位

基本プラン ＝ 10,000円(税別)
企業リスト作成【10社】 現地法令・規制の入手 統計検索・入手【5年分】

１単位

追加プラン ＝ 10,000円(税別)
ヒアリング 調査項目・質問数追加

３単位

追加プラン ＝ 30,000円(税別)
現場対応・業務支援 小売価格調査 サンプル購入・日本への発送

２単位 特急価格【１週間以内納品】

＝ 20,000円(税別)

※特定地域料金(中南米・アフリカ中近東、等)＝１単位

グローバルプチ商社サービス【 】とは



だからこそできる、現地視察の一括サポート！！

【滞在中】
■ホテル手配

快適な滞在となるよう、予算・立地・行程に合ったホテルを選定いたします。

■専用車の手配

現地でのスムーズな移動ができるよう、スケジュールに合わせてアレンジ

させていただきます。

■現地オプションツアーの手配

空き時間を利用し、エンターテイメント・観光地を巡るオプションも

カスタマイズいただけます。

■食事アレンジ・会場手配

ご希望の内容にて沿って、昼食・夕食の会場を設定いたします。

【渡航の手配】
■航空券の手配

ご希望の日程での最適な航空券を手配いたします。

■ビザの手配

お預かりしているデータに基づき、申請書類の作成・代理申請いたします。

【視察の手配】
■アポイントメントの取得

企業・工場・観光局など、ご希望の訪問先に連絡をし、アポイントを

設定いたします。

※訪問先が未定の場合は、希望に沿った企業のリストアップも可能（別料金）。

■通訳の手配

商談を成功させるための鍵となる存在です。専門知識の必要な

通訳が必要な場合も対応可能です。

■スケジュール調整

滞在中の限られた時間の中で、アポイント・通訳の手配等、すべての

スケジュールを調整を行います。

【事前の準備】
■商談内容を事前に連絡

商談時間を有効活用できるよう、事前に質問内容やヒアリング

内容を先方に連絡します。

■翻訳準備

必要に応じて現地でアポイントの際に持参する企業紹介資料や、

海外からの文書を翻訳いたします。

法人担当との密な連携で、窓口を分散させることなく視察・商談案件の遂行が可能！
請求書もH.I.Sからの1本化で手間を削減。効率化を図ります。

法人Gと連絡を取り合い、視察行程を組むことができるので、急な予定変更などにも
即座に対応できることが自慢です。まずはご要望をすべてお伝えください。

法人団体グループ



グローバルプチ商社サービス【 】新サービスのご案内

サポート① 緊急連絡対応 サポート② 各種手続き紹介 サポート③ 付添い対応

現地トラブルを海外支店ス
タッフが日本語でサポート！

携帯電話、生活インフラ、
公的手続きについてのご紹介。

現地スタッフが必要に応じて
お手続き時に付き添います。

旅行業世界進出国数№1のネットワークを誇るH.I.S.海外支店が滞在スタートをサポート！

海外赴任者・長期出張者を応援！

『海外赴任者サポートサービス』をスタート！

料金のご案内（おひとり様） ※下記基本プランでの料金となります。
ご要望に合わせた個別相談＆料金設定も承りますので、お気軽にお声掛けくださいませ。



ＳＴＥＰ① 申し込みフォームに記入（HP・・・http://www.his-j.com/gps/）

利用規約にご同意いただき、申し込みフォームにご記入の上、送信下さい。

ＳＴＥＰ② 担当者から連絡・確認 （必要に応じて会社訪問）

２営業日以内にG.P.S.担当者からご依頼内容確認の連絡を致します。

（その後の展望も合わせて確認させていただきます。）

ＳＴＥＰ③ 海外拠点へ打診・回答

海外拠点へ打診をし、対応可否を確認し、お見積書を添えてＥメールにて回答致します。

ＳＴＥＰ④ 業務遂行

期間は約１ヶ月です。※内容や現地事情により見込みより延びる場合もございます。

ＳＴＥＰ⑤ ご請求・お振込み

弊社よりお送りするご請求書の金額をお振込みいただきます。

※振込手数料はお客様ご負担。

ＳＴＥＰ⑥ 調査結果を納品・連絡

調査結果はご入金確認後、Ｅメールにてデータ納品いたします。

（納品物にご不明点がある場合は、調査実施拠点への確認可能です。）

※お申し込みにあたっては利用規約を必ずご確認下さい。

調査・支援完了までの流れ

http://www.his-j.com/gps/


グローバルプチ商社サービス【 】

株式会社エイチ・アイ・エス

関西法人団体事業部

【お問い合わせ・ご依頼】 営業時間 09：30～18：00 定休日 土･日･祝

G.P.S.担当

０６-７６３５-４２３３
 gps@his-world.com

〒530-8215 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 
毎日インテシオ 14階

ご清聴ありがとうございました。


